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株 式 会 社サンマルクカフェ 

東日本旅客鉄道株式会社 

     

    サンマルクカフェで Suica利用可能店舗が拡大しました！
 

 
 
 
 
 
 
  
 
株式会社サンマルクカフェ（代表取締役社長：尾崎 一郎）と東日本旅客鉄道株式会社（代表取締
役社長：清野 智）は、お客さまの利便性の向上を図るため、2005年4月よりサンマルクカフェの一
部店舗でSuicaの導入を実施してまいりました。その後、ＪＲ沿線のサンマルクカフェの店舗を中心
に拡大導入を行ってまいりました。導入した店舗における Suica 決済は、「スピーディで手軽に利用
できる」とお客さまからも大変ご好評いただいております。 
 
 これらを踏まえ、2007年10月にSuica導入店舗をさらに拡大し、69店舗でご利用いただけるよう
になりました。 
 
 なお、今回のSuica 拡大導入を記念して、10月 27 日（土）～11月 10 日（土）にSuica をご利用
いただけるサンマルクカフェの店舗での割引キャンペーンを実施いたします。 
 
 
１.利用可能店舗 
・首都圏のサンマルクカフェ69店舗（店舗詳細は別紙） 
 ※なお、本年10月にSuica導入店舗は☆を記入 
 

２.キャンペーン概要 
・実施期間 
10月27日（土）～11月10日（土） 

・内容 
上記期間中、オリジナルチョコクロワッサンとブレンドコーヒー（S）またはアイスコーヒー（S）
をセットにてSuicaで買うと50円割引 

・サンマルクカフェURL http://www.saint-marc-hd.com/cafe/ 
 

３.Suicaの概要（9月末現在） 
   ・Suica発行枚数：約 2,223万枚（うち電子マネー対応約1,888万枚） 
   ・Suica利用可能店舗数：約22,500店舗 

・ 1日あたりの取扱い件数：最高約80万件（Suica・PASMO合計） 
 
 
 

◇ 2007年10月にSuicaをご利用いただけるサンマルクカフェの店舗が拡大し、69店舗で
ご利用いただけるようになりました。 
 

◇ 10月27日（土）～11月10日（土）にSuica拡大導入を記念して、Suicaをご利用いた
だけるサンマルクカフェの店舗でSuicaにてお買上げのお客さまを対象に割引キャンペ
ーンを実施いたします。 



  
 
 
【利用可能店舗一覧】 
　 新規導入 店舗名 最寄駅名 店舗住所 連絡先

1 ☆ 青山１丁目駅前店 青山一丁目 東京都港区北青山1-2-6 03-5771-3309     

2 ☆ 赤坂見附店 赤坂見附 東京都港区赤坂3-9-18　ラウンドクロス赤坂見附 03-5575-3309     

3 赤羽店 赤羽 東京都北区赤羽2-1-29-1 03-5939-4309

4 ☆ 阿佐ヶ谷駅前店 阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐ヶ谷南2-15-2　ＡＳＡＧＡＹＡ南口駅前ビル 03-5929-0309     

5 飯田橋ラムラ店 飯田橋 東京都新宿区神楽河岸1番　飯田橋セントラルショッピングセンター「ラムラ」1F 03-5206-5309

6 イオンモールむさし村山ミュー店 立川 東京都武蔵村山市榎1-1-3 042-590-0309

7 上野ABAB前店 上野 東京都台東区上野4-5-8 03-5812-0309

8 上十条店 十条 東京都北区上十条2-30-6 03-5963-4309

9 神田西口店 神田 東京都千代田区内神田3-12-10　神田西口駅前共同ビル1F 03-5207-7309

10 神田東口店 神田 東京都千代田区鍛冶町2-2-9　第2登栄ビル1F 03-5294-0309

11 ☆ 菊川店 菊川 東京都墨田区菊川2-6-13 03-5638-0309     

12 北千住東口店 北千住 東京都足立区千住旭町3-7 03-5284-1309

13 吉祥寺北口駅前店 吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-4-17　O.F.ビル 0422-23-7309

14 吉祥寺元町通店 吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-9　SKビル1F～3F 0422-29-1309

15 京橋店 東京 東京都中央区京橋2-8-20　コジマビル1F 03-5524-5309

16 銀座マロニエ通店 有楽町 東京都中央区銀座2-7-11 03-3535-0309

17 慶応三田店 田町 東京都港区芝5-25-11　三田富士ビル1F 03-5765-2309

18 ☆ 京成お花茶屋店 お花茶屋 東京都葛飾区お花茶屋1-15-10 03-5629-2309     

19 ☆ 京成立石店 京成立石 東京都葛飾区立石7-1-2 三富士堂ビル 03-5672-1309     

20 高円寺南口店 高円寺 東京都杉並区高円寺南3-58-29 03-5305-6309

21 汐留店 新橋 東京都港区東新橋1-9-1 ペディ汐留2F 03-6274-5309

22 渋谷井の頭通店 渋谷 東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル1F 03-5459-9309

23 ☆ 新木場駅店 新木場 東京都江東区新木場1-6　りんかい線新木場駅構内 03-5534-0309     

24 ☆ 新宿曙橋店 曙町 東京都新宿区住吉町9-3-3 03-5919-3091     

25 水道橋東口店 水道橋 東京都千代田区三崎町2-7-2 03-3230-0309

26 巣鴨店 巣鴨 東京都豊島区巣鴨3-27-8　巣鴨駅前ビル 03-5961-1309

27 ☆ 祖師谷大蔵店 祖師谷大蔵 東京都世田谷区祖師谷3-32-1 ハナヤビル1F 03-5490-7309     

28 高田馬場店 高田馬場 東京都新宿区高田馬場1-26-12　高田馬場ビル1F 03-5155-0309

29 ☆ 千歳船橋店 千歳船橋 東京都世田谷区船橋1-1-5　アジア堂ビル1F 03-5451-0309     

30 ☆ 調布北口店 調布 東京都調布市小島町1-11-9 0424-43-9309     

31 チョコクロ東京原宿店 原宿 東京都渋谷区神宮前1-14-24 03-5775-0309

32 西新宿メトロ店 新宿 東京都新宿区西新宿1-1-2 03-5339-1309

33 町田店 町田 東京都町田市原町田6-13-19 042-709-4309

34 ☆ 南青山店 表参道 東京都港区南青山3-8-36 03-5775-3309     

35 南池袋店 池袋 東京都豊島区南池袋1-20-9　第一中野ビル1F 03-5960-6309

36 ☆ 武蔵小山店 武蔵小山 東京都品川区小山3-25-1 03-5749-3096

37 ☆ 目黒東口店 目黒 東京都品川区上大崎2-1-13-38　樹ビル1Ｆ 03-5795-2309     

38 八重洲店 東京 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1キラピカ通り 03-5220-1309

39 ☆ 有楽町ビル店 有楽町 東京都千代田区有楽町1-10-1　有楽町ビル 03-6266-9309     

40 四谷1丁目店 四ツ谷 東京都新宿区四ツ谷1-9-6　中央総合ビル1～2F 03-5368-2309

41 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 秋葉原 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5289-0309

42 ららぽーと豊洲店 豊洲 東京都江東区豊洲2-4-9 03-6910-1359

43 ☆ イトーヨーカドー藤沢店 藤沢 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-10-1 0466-29-6309     

44 ☆ 鎌倉店 鎌倉 神奈川県鎌倉市御成町808-6 0467-61-3092     

45 川崎銀柳街店 川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-2 044-223-5309

46 ☆ 綱島西店 綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-17 045-540-7309     

47 ☆ 平塚店 平塚 神奈川県平塚市紅谷町2-6 0463-20-2309     

48 ☆ 元住吉店 元住吉 神奈川県川崎市中原区木月422番地 044-431-6309     

49 横浜石川町店 石川町 神奈川県横浜市中区石川町1-9　栄徳ビル1F 045-227-2309

50 横浜伊勢佐木店 関内 神奈川県横浜市中区伊勢佐木1-5-1 045-260-0309

51 ☆ 横浜鶴見店 鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-4-1　坂口屋ビルB１Ｆ 045-510-4309     

52 横浜馬車道店 関内 神奈川県横浜市中区尾上町5-64 045-228-1675

53 ラゾーナ川崎店 川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72 LAZONA川崎4F 044-874-8358

54 イオン浦和美園ショッピングセンター店 浦和美園 埼玉県さいたま市緑区大門3710 048-812-6617

55 イオン北戸田ショッピングセンター店 北戸田 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 048-449-5309

56 ☆ 浦和店 浦和 埼玉県さいたま市浦和仲町1-1-8　コスモシティ浦和仲町ビル 048-830-0309     

57 川口そごう店 川口 埼玉県川口市栄町3-5-1　そごうビル3F 048-250-1309

58 JR大宮北口店 大宮 埼玉県さいたま市大宮区錦町　JR大宮駅 048-650-7309

59 ☆ フレスポ八潮店 八潮 埼玉県八潮市大瀬822-1 048-999-0309     

60 ☆ マルイ草加店 草加 埼玉県草加市高砂2-9-1 048-923-0309     

61 蕨東口駅前店 蕨 埼玉県蕨市塚越1-5-11 048-434-6309

62 イオン柏ショッピングセンター店 柏 千葉県柏市豊町2-5-25 04-7142-5284

63 イオンモール成田店 成田 千葉県成田市ウイング土屋24番地 0476-23-8438

64 シャポー船橋店　　　　　　　　 船橋 千葉県船橋市本町7-1-1 シャポー船橋B1F 047-426-2309

65 中央銀座通り店 葭川 千葉県千葉市中央区中央3-4-17 043-201-3309

66 船橋北口店 船橋 千葉県船橋市本町5-4-5 プラウドタワー 047-420-6309

67 ☆ 船橋ビビットスクエア店 南船橋 千葉県船橋市浜町2-2-7 047-495-5309     

68 群馬 イオンモール高崎店 高崎 群馬県高崎市棟高町1400 027-310-9163

69 茨城 イオンモール水戸内原店 内原 茨城県水戸市中原町字西135 029-259-1322
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